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Ⅳ 平成２４年度 大二小避難拠点防災訓練計画詳細（案） 

１ 基本想定 

  訓練にあたって、震災の想定は以下のとおり。 

地震発生時 20XX 年 冬の夕方 風速 6ｍ 

地震の規模 首都直下型 マグニチュード 7.3 

      練馬区の最大計測震度 6 弱 

被害想定  建物全壊：約５０棟 

      出火件数：数件 

      消失家屋：約 450 棟 

      死  者：2～3 人 

      負 傷 者：約 150 人（うち重症者：約 20 人） 

      避 難 者：2,000～2,500 人 

 ※練馬区の被害想定に、人口按分比 3％を乗じて計算した。 

  （大二小エリアには約 20,000 人が居住しているものとして想定） 

 

２ 今年度の基本スタンス、重点項目 

(1) 基本スタンス 

 ・昨年３月 11 日に発生した東日本大震災を踏まえ、東京湾北部直下型地震に備え、発災時の避難・

救護体制を想定しながら、より実効性の高い訓練を実施する。 

 ・避難拠点防災訓練のこれまでの成果を活かし、発展的に今年度の訓練を実施する。 

 ・訓練参加人員を、600 名以上とする。 

 ・学校との連携をより深めていく。 

(2) 重点項目 

 ・今年度、すべての第一次避難場所において実働訓練を行う。 

 ・今年度は、土曜の午後に訓練を実施（準備は土曜の午前）⇒一日で終了 

 ・大二小と連携して、児童および保護者の積極的な参加を促す。 

 

３ 第一次避難場所での訓練 

(1) 第一次避難場所（10 ヶ所）での訓練内容 

リーダー（２４年度組織図）の指示で以下の訓練を行う。 

① 安否確認訓練 

ア 「被災現場情報カード」記入（参加者は全て記入） 

イ 「サブリーダー」「伝令」を選出する。 

ウ 参加者の中から人選して、次の２つの班を作る。実動訓練を行う場合はこれを充てる。 

ａ)安否確認班（壮年・青年男性） ｂ)生活支援班（壮年・青年女性） 

  エ 伝令は、参加者の状況を集約し、結果を本部に連絡する。 

② 実働訓練（訓練終了後は、大二小避難拠点へ移動） 

   各避難場所単位で決められた訓練及び当日指示される訓練（ブラインド訓練=３ヵ所）を行う。 
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(2) 第一次避難場所別・訓練詳細（案） 

 名   称 
昨年の
参加者 訓  練  内  容 

① ＥＮＥＯＳ脇 ９５ 安否確認訓練＋NTT 災害用伝言ダイヤル訓練＋ブラインド訓練 

② 南泉公園 ２２ 安否確認訓練＋ＡＥＤ操作訓練（救護部） 

③ 南泉台児童遊園  ９ 安否確認訓練＋NTT 災害用伝言ダイヤル訓練 

④ 南大泉地区区民館 ３６ 安否確認訓練＋簡易担架搬送訓練（ボーイスカウト） 

⑤ 前新田児童遊園 １５ 安否確認訓練＋NTT 災害用伝言ダイヤル訓練 

⑥ 庄部児童遊園  ４ 安否確認訓練＋NTT 災害用伝言ダイヤル訓練 

⑦ いずみ児童遊園 １６ 安否確認訓練＋ＡＥＤ操作訓練（救護部） 

⑧ いなげや保谷駅南店駐車場 ３２ 安否確認訓練＋NTT 災害用伝言ダイヤル訓練 

⑨ 大泉井頭公園 ５１ 安否確認訓練＋NTT 災害用伝言ダイヤル訓練＋ブラインド訓練 

⑩ 井頭西児童遊園 ３７ 安否確認訓練＋NTT 災害用伝言ダイヤル訓練＋ブラインド訓練 

★③は梅の木児童遊園から南泉台児童遊園に変更。 

(3) リーダーの常備品 

  ハンドマイク／ベスト／腕章／帽子／情報カード／鉛筆等 

(4) リーダーへお願い（重要） 

① 昨年度とリーダーが変更となった場合には、引継ぎを実施。 

② 常備品の確認。不足品は、必要数を物資配給部に申告してください。 

③ サブリーダー(１～２名)を決定し、氏名を庶務部に登録してください。 

(5) 物資配給部へのお願い 

 ① 資機（器）材の支給（物資配給部） 

   リーダーへ支給済みの、ハンドマイク等グッズの数の確認と不足品の支給。 

 

４ 大二小避難拠点での訓練 

(1) 訓練の概要 

① 東日本大震災関連の防災講演会（昨年度好評 庶務部＋ＰＴＡ部） 

・防災講演会には、できるだけ多数が参加して欲しい。（図書室） 

② 119 番通報訓練（案）（石神井消防署）⇒（校庭・テント） 

③ 防災備蓄庫資器材の展示（物資配給部＋庶務部）（校庭・テント） 

④ 避難所体験（昨年度好評）（庶務部＋ＰＴＡ部）（規模を縮小して 校庭・テント） 

・段ボールのパーテーションを使用し、避難所生活の空間を実体験する。 

（敷物、毛布、生活用品などを配置する。） 

⑤ ＡＥＤ操作訓練（石神井消防署・救護部が支援）⇒家庭科室（２台） 

・第一次避難場所（２所、各１台） 

 ⑥ 「被災現場情報カード」及びアンケートの回収と情報収集（情報連絡部）⇒本部テント 

⑦ 入場、退場管理訓練（避難誘導部）⇒正門、桜門 

・ゲートで訓練参加者を誘導するとともに、不審者等の入場制限と校内管理を実施。 

・人員の確保は、第一次避難場所の「安否確認班」に協力を求める（２４年度は「南泉台児童遊

園」安否確認班）。リーダーに予め希望人員を伝える。 

 ⑧ 炊き出し訓練・配食訓練⇒６００食（給食部）（物資配給部）⇒昇降口テント周辺 

  ・配食訓練は、第一次避難場所の「生活支援班」に応援を求める。 

 ⑨ ろ過器操作訓練（案）（練馬区）⇒物資配給部が訓練を支援。防災課と協議（校庭）。  
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⑩ 簡易トイレ展示（施設管理部） 

・段ボールを使用した簡易トイレ等の展示（案）（校庭・テント） 防災課と協議 

⑪ 簡易担架搬送訓練(ボーイスカウト)  

・第一次避難場所で、リヤカー搬送訓練と合同で実施。 

・訓練参加者に簡易担架の作り方と搬送を体験してもらう。（校庭でも実施） 

⑫ 消防団第２分団の放水デモ、消防車の展示、D 級ポンプ操作訓練(１台・新) （校庭） 

⑬ 携帯電話による NTT 災害用伝言ダイヤル体験(NTT 東日本などの協力を得る) 

・災害時に威力を発揮する伝言ダイヤル(携帯使用)を実体験。パネル展示も併せて行う。 

・24 年度は校庭・テントで実施。 

 ⑭ 煙ハウスの体験／防災グッズ・救出用資器材展示及び訓練／消防車の展示（案） 

⇒石神井消防署（校庭）  

 ⑮ ＡＥＤ操作訓練⇒石神井消防署 （家庭科室） 

⑯ ＥＮＥＯＳからの避難誘導、レスキュー隊による救出訓練、救出用資機材展示（案） 

  ⇒石神井警察署（校庭）  

 

(2) 担当別訓練内容（再掲） 

担当部等 訓  練  内  容 

庶務部 全体総括／避難所体験／防災講演会／防災備蓄庫資器材展示の企画運営等 

ＰＴＡ部 進行アナウンス（開会式、閉会式のアナウンスは庶務部が行う） 

避難所体験／119 番通報訓練／防災講演会⇒会場の運営・進行管理 

救護部 ・第一次避難場所（２カ所）でのＡＥＤ操作訓練支援 

・学校到着後は、家庭科室でＡＥＤ操作訓練（２台）実施支援 

避難誘導部 ・移動時の誘導／ゲートの設置と管理（不審者の入場制限等） 

・ゲートの管理は梅の木児童遊園の「安否確認班」の協力を得る 

給食部・配給部 ６００食(五目ご飯)の炊き出し及び配食訓練。クラッカー、ティッシュ 

施設管理部 簡易トイレ展示／ろ過器操作訓練の補助 

物資配給部 ・リーダーへ支給済みのハンドマイク等グッズの数の確認と不足品の支給。

・防災備蓄庫の資器材の展示（校庭・テント）⇒練馬区防災課と協力 

情報連絡部 ・被災現場情報カード、アンケートの回収と集計／NTT 災害用伝言ダイヤ

ルの体験と展示の支援。 

・第一次避難場所の参加人数の把握／写真係（記録）：大二小避難拠点分 

ボーイスカウト ・第一次避難場所で簡易担架搬送訓練（リヤカー搬送訓練と合同） 

・避難拠点で簡易担架の搬送デモ及び簡易担架搬送訓練 

消防団第２分団 ・放水デモ／小型消防車の展示／D 級ポンプ操作訓練(1 台)(新) 

区防災課 ・訓練全体支援／ろ過器操作訓練／避難所体験／防災備蓄庫資機材展示 

石神井消防署 ・ＡＥＤ操作訓練（２カ所）／防災グッズ・救出用資機材展示及び訓練／ 

消防車の展示／煙ハウスの体験／119 番通報訓練（テント） 

石神井警察署 ・レスキュー隊による救出訓練（新）／パネル展示／救出用資機材展示 

ＥＮＥＯＳからの避難誘導 
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５ タイムスケジュール 

(1) スケジュール（案）は下表のとおり。（準備：午前／訓練実施：午後）                 

 13:00   13:30  14:00  14:30   15:00  15:30 16:00    

第一次避難場所・実働訓練          

本部開設・拠点開設宣言(開会式)          

室

内 

防災講演会（図書室）(区)          

AED 体験(家庭科室)(消・救)          

 

 

 

 

校 

 

 

 

 

庭 

避難所体験(区・庶・PT)          

防災備蓄資器材展示(区・物・庶)          

炊き出し・配食訓練(給・物)          

簡易担架救出訓練(ＢＳ)注          

災害用伝言ダイヤル体験(携帯)          

119 番通報訓練(消防)          

防災グッズ、消防車展示、 

救出用資機材展示・訓練(消防) 

         

煙ハウス体験(消防)          

災害用資機材展示・ 

パネル展示(警察) 

         

簡易トイレ展示(施設)          

ろ過器操作訓練(区・物資)          

レスキュー隊救出訓練(警察)         

消防団放水デモ(第２分団)         

閉会式・反省会          

注：ＢＳ＝ボーイスカウト 

 

(2) スケジュール補足説明 

★第一次避難場所訓練スタートは（児童が１２：００頃下校。昼食後に実施 １３：００） 

学校到着 １４：００頃 

★時間別参加可能訓練 14：10 の開会式終了以降 

14：20 から見学・体験できるコーナー（今年度は時間差なし） 

＜校 庭＞  

ろ過器操作訓練(練馬区)／簡易トイレ展示／炊き出し訓練／煙ハウスの体験(消防)／防災グッ

ズ・救出機材等展示及び訓練(消防)／消防車の展示(消防)／災害用資機材展示・パネル展示(警察)

／D 級ポンプ操作訓練(消防団)／NTT災害用伝言ダイヤル体験(携帯)／避難場所体験／防災備蓄

庫資器材展示／１１９番通報訓練・広報コーナー(消防)／簡易担架による搬送訓練（ボーイスカ

ウト）／消防団による放水デモ／警察レスキュー隊救出訓練／閉会式／配食訓練 

＜図書室＞ 

防災講演会 ２回 １４：３０および１５：１０ 

＜家庭科室＞ 

  ＡＥＤの操作訓練（２台） 

※１６：２０～反省会（図書室） 

12:30  

移動

16:40 

1 回 2 回 
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注１：開会式は、会長・校長の挨拶のみ。⇒班長による避難拠点開設宣言で訓練開始。 

来賓があっても紹介に止める。 

注２：閉会式を配食訓練の前に行う。 

    (ⅰ)来賓の挨拶⇒ (ⅱ)各町会長の紹介⇒ (ⅲ)会長・校長あいさつ⇒ (ⅳ)配食訓練（解散） 

 

６ 広報計画 

(1) 広報媒体及び実施内 

①ＨＰを活用した広報（今後ＨＰの存在を強くアピール：チラシ等にＵＲＬを掲載） 

②大二小学校だよりへの掲載（1０月号、１１月号） 

③９月１８日、10 月２５日に、保護者に対するチラシ配布（学校・ＰＴＡと協力） 

④各町会の回覧を活用したチラシによる周知⇒ 

２回（９月１８日、１０月２５日全体会議時に配布） 

⑤町会掲示板等にポスター掲出（１０月２５日の全体会議で配布） 

町内会掲示版／公共施設／幼稚園・保育園／スーパー・商店／その他 

(2) 実施スケジュール（詳細は今後検討）                 （ )内は日にち        

広報媒体 ９ 月 １０ 月 １１月 

避難拠点会議等  (18)全体会議 (25)全体会議 (2)リーダー会議 

ホームページ      

学校だより     10 月号掲載 11 月号掲載 

チラシ      (25)小学校 

(18)町会回覧・公共施設等 

(25)小学校   

(25)町会回覧  
 

ポスター      (25)ポスター配布（町会掲示板等）  

- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -

- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -

- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -

- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 - 

７ その他 

(1) 雨天時の訓練内容について ⇒ 今年度は体育館が確保できないので中止 

 (2) 当日晴天で校庭が使用不可の場合、第一次避難場所での実働訓練は行うが、学校では中止。 

(3) その他 

・敷地内完全禁煙 

  

８ 日 程(予定) 

① 役員総会             ７月２５日（水）19：00～ 

② 第１回全体会議           ９月１８日（火）19：00～ 

③ 第２回全体会議(リーダー含む)   １０月２５日（木）19：00～ 

④ リーダー会議           １１月 ２日（金）19：00～ 

⑤ 訓練当日準備           1１月１０日（土）10：00～ 本部役員 9：30 集合 

⑥ 訓練実施             1１月１０日（土）13：０0～ 開設宣言 1４:１0 

⑦ 第３回全体会議(リーダー含む)   １１月１６日（金）19：00～ 終了後慰労会を予定 

 


